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小学校4年生以下

№ 名前 ふりがな 都県

1 荒井　羽織 あらい　はおり 埼玉

2 飯澤　七々 いいざわ　なな 神奈川

3 石原　菜月 いしはら　なづき 東京

4 尾崎　叶 おざき　かなう 神奈川

5 加藤　芽吹 かとう　いぶき 神奈川

6 金尾　雫 かなお　しずく 埼玉

7 金子　沙姫 かねこ　さき 埼玉

8 上斗米　新菜 かみとまい　にいな 東京

9 川畑　珠笑 かわはた　しゅえ 茨城

10 岸邊　茉央 きしべ　まひろ 神奈川

11 齊藤　来愛 さいとう　くれあ 茨城

12 斉藤　琴弓 さいとう　ことみ 茨城

13 酒井　優月 さかい　ゆづき 茨城

14 佐藤　海綺 さとう　みき 神奈川

15 澁谷　千夏 しぶや　ちなつ 群馬

16 鈴木　里彩 すずき　りさ 茨城

17 髙橋　亜沙美 たかはし　あさみ 神奈川

18 高林　歩実 たかばやし　あゆみ 神奈川

19 高山　結衣 たかやま　ゆい 東京

20 辻　杏樹　　 つじ　あんじゅ 山梨

21 土屋　菜々子 つちや　ななこ 埼玉

22 勅使河原　美怜 てしがわら　みさと 茨城

23 西岡　このみ にしおか　このみ 埼玉

24 野口　和音 のぐち　なの 茨城

25 野村　純子 のむら　じゅんこ 神奈川

26 藤田　菜奈未 ふじた　ななみ 茨城

27 星野　結衣 ほしの　ゆい 埼玉

28 宮澤　千尋 みやざわ　ちひろ 埼玉

29 盛田　海 もりた　うみ 神奈川

30 山口　彩莉 やまぐち　あやり 神奈川

31 吉澤　さやか よしざわ　さやか 神奈川

第１回関東フライト・エアロビック選手権大会

　2014年12月28日（日）　有明スポーツセンター　大体育室

受付時間／13：00～13：30（予定）
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小学校5・6年生

№ 名前 ふりがな 都県

101 相原　楓 あいはら　かえで 神奈川

102 赤星　夏菜 あかほし　なな 埼玉

103 秋山　飛依 あきやま　ひより 埼玉

104 秋山　優奈 あきやま　ゆな 茨城

105 阿部　里咲 あべ　りさ 茨城

106 安保　彩華 あんぼ　あやか 神奈川

107 飯澤　夢々 いいざわ　むむ 神奈川

108 石井　怜奈 いしい　れいな 神奈川

109 伊地知　暖 いじち　のん 神奈川

110 伊東　彩海 いとう　あやみ 埼玉

111 今泉　佳菜 いまいずみ　かな 神奈川

112 江原　愛実 えばら　まなみ 茨城

113 大坂　光 おおさか　ひかり 群馬

114 岡垣　心優 おかがき　みゆ 神奈川

115 落合　結 おちあい　ゆい 茨城

116 上斗米　彩花 かみとまい　あやか 東京

117 北　野乃花 きた　ののか 神奈川

118 小林　未佳 こばやし　みか 埼玉

119 斉藤　那帆 さいとう　なほ 茨城

120 貞木　衣澄 さだき　いずみ 神奈川

121 佐藤　美来 さとう　みく 神奈川

122 佐藤　夢 さとう　ゆめ　 群馬

123 篠塚　萌衣香 しのづか　もえか 茨城

124 嶌田　隼太 しまだ　しゅんた 茨城

125 清水　夕姫　　 しみず　ゆうき 山梨

126 鈴木　ひなた すずき　ひなた 神奈川

127 髙﨑　祐香里 たかさき　ゆかり 茨城

128 高倉　彩優希 たかくら　さゆき 茨城

129 谷野　愛美沙 たにの　あみさ 埼玉

130 鶴蒔  愛奈 つるまき　まな 栃木
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131 飛田　夏希 とびた　なつき 東京

132 冨永　幸海 とみなが　ゆきみ 神奈川

133 中川　千咲季 なかがわ　ちさき 東京

134 長塚　萌 ながつか　もえ 茨城

135 中村　友紀 なかむら　ゆき 東京

136 西畑　彩梨 にしはた　あやり 埼玉

137 橋爪　里於 はじづめ　りお 群馬

138 橋本　琉菜 はしもと　るな 茨城

139 羽根田　菜月 はねだ　なつき 茨城

140 藤田　りさ子 ふじた　りさこ 神奈川

141 藤巻　沙紀羅　 ふじまき　きさら　 山梨

142 伏見　空　　　　 ふしみ　そら 山梨

143 星野　楓 ほしの　かえで 東京

144 松田　優衣子 まつだ　ゆいこ 茨城

145 萬田　のどか まんだ　のどか 茨城

146 峯　さくら みね　さくら 神奈川

147 宗村　陽菜 むねむら　ひな 群馬

148 村木　詩歩 むらき　しほ 埼玉

149 本村　美紗希 もとむら　みさき 茨城

150 諸岡　育実 もろおか　いくみ 茨城

151 八木　琴音 やぎ　ことね 埼玉

152 谷中　茜里 やなか　あかり 神奈川

153 山田　樹奈 やまだ　じゅな　 群馬

154 山南　香都 やまみなみ　こと 神奈川

155 吉森　優菜 よしもり　ゆな 茨城
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№ 名前 ふりがな 都県

201 秋元　梨菜 あきもと　りな 埼玉

202 秋山　夢翔 あきやま　ゆめか 埼玉

203 石井　亜依 いしい　あい 埼玉

204 内城　亜沙子 うちじょう　あさこ 神奈川

205 大野　瑠菜 おおの　るな 神奈川

206 國井　詩織 くにい　しおり 茨城

207 小阪　優衣 こさか　ゆい 茨城

208 櫻井　美里 さくらい　みさと 神奈川

209 佐藤　愛 さとう　あい 群馬

210 佐藤　彩水　 さとう　あやみ 埼玉

211 篠原　みなみ しのはら　みなみ 栃木

212 瀬畑　知佳子 せばた　ちかこ 茨城

213 立木　友理 たちき　ゆり 神奈川

214 勅使河原　茉穂 てしがわら　まほ 茨城

215 中野　璃里華 なかの　りりか 埼玉

216 野木　美奈穂 のぎ　みなほ 茨城

217 配島　彩乃 はいじま　あやの 埼玉

218 萩本　祥陽 はぎもと　しょうよう　 群馬

219 樋浦  翔子 ひうら　しょうこ 栃木

220 平賀　花 ひらが　はな 山梨

221 藤原　さくら　 ふじはら　さくら 山梨

222 藤森　蓮美 ふじもり　れみ 東京

223 細田　亜佑　 ほそだ　あゆ 山梨

224 松田　陽南子 まつだ　ひなこ 茨城

225 松本　萌花 まつもと　もえか 埼玉

226 丸　ひなの まる　ひなの 埼玉

227 三木　菜摘 みき　なつみ 群馬

228 森泉　紀葉 もりいずみ　のりは 群馬

229 山口　莉奈 やまぐち　りな 群馬

中学生
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男子1　高校生～24歳

№ 名前 ふりがな 都県

301 外村　直 とのむら　なお 埼玉

302 松永　直城 まつなが　なおき 埼玉

女子1　高校生～24歳

№ 名前 ふりがな 都県

351 赤尾　綾香 あかお　あやか 神奈川

352 井坂　朱里 いさか　あかり 茨城

353 大野谷　美里 おおのや　みさと 茨城

354 岡本　育美 おかもと　いくみ 神奈川

355 小野　祐里奈 おの　ゆりな 千葉

356 功刀　彩花　 くぬぎ　あやか 山梨

357 小島　なつ子 こじま　なつこ 東京

358 小松田　葵 こまつだ　あおい 神奈川

359 坂本　美樹 さかもと　みき 群馬

360 清水　朝妃　 しみず　あさひ 山梨

361 須田　妃子 すだ　ひめこ 埼玉

362 関　麻菜美 せき　まなみ 茨城

363 中澤　伶 なかざわ　れい 埼玉

364 村松　めぐみ まつむら　めぐみ 山梨

365 宮下　瀬南 みやした　せな 埼玉

366 三好　茜音 みよし　あかね 千葉

367 柳田　綾里咲 やなぎだ　ありさ 埼玉

368 山﨑　つづみ やまざき　つづみ 神奈川

369 行田　桃子 ゆきた　ももこ 神奈川
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男子2　25歳～39歳

№ 名前 ふりがな 都県

401 河村　賢 かわむら　さとし 東京

402 横山　雅俊 よこやま　まさとし 茨城

女子2　25歳～39歳

№ 名前 ふりがな 都県

501 稲元　由紀子 いなもと　ゆきこ 埼玉

502 設楽　道子 したら　みちこ 東京

503 竹内　真利奈 たけうち　まりな 神奈川

504 外谷　寛子 とや　ひろこ 千葉

505 古内　奈緒 ふるうち　なお 埼玉

男子3　40歳～49歳

№ 名前 ふりがな 都県

601 大池　雅 おおいけ　まさし 埼玉

602 金子　周平 かねこ　しゅうへい 東京

603 小林　泰夫 こばやし　やすお 群馬

604 菅井　康人 すがい　やすひと 神奈川

女子3　40歳～49歳

№ 名前 ふりがな 都県

701 五十嵐　美佐子 いがらしみさこ 千葉

702 大池　敦子 おおいけ　のぶこ 埼玉

703 小野ひろみ　 おの　ひろみ 埼玉

704 岸　妙子 きし　たえこ 埼玉

705 肥沼　悦子 こいぬま　えつこ 埼玉

706 柴田　奈美 しばた　なみ 東京

707 中野　ひとみ なかの　ひとみ 神奈川

708 白石　里香子　 しらいし　りかこ 山梨

709 髙橋　哉子 たかはし　かなこ 埼玉

710 滝田　奈生 たきた　なお 埼玉

711 柴田　美樹 しばた　みき 神奈川

712 藤原　真理　 ふじはら　まり 山梨

713 宮原　久仁子　 みやはら　くにこ 山梨

714 横山　かおり よこやま　かおり 茨城
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マスターズ1　50歳～54歳

№ 名前 ふりがな 都県

801 秋葉　泰弘 あきば　やすひろ 神奈川

802 岸田　波香 きしだ　なみか 神奈川

803 君塚　栄子 きみづか　えいこ 千葉

804 櫛谷　喜美子 くしや　きみこ 埼玉

805 椚　二三恵 くぬぎ　ふみえ 千葉

806 斉藤　美治 さいとう　よしはる 神奈川

807 築山　明美 つきやま　あけみ 埼玉

808 鶴岡　恵子 つるおか　けいこ 埼玉

809 西川　隆哉 にしかわ　たかや 千葉

810 野口　廣美 のぐち　ひろみ 神奈川

811 藤本　千佳子 ふじもと　ちかこ 神奈川

812 矢口　美千代 やぐち　みちよ 千葉

813 山下　浩司 やました　こうじ 東京

マスターズ2　55歳～

№ 名前 ふりがな 都県

901 石野　昭宏 いしの　あきひろ 神奈川

902 岩倉　昌穂 いわくら　まさほ 埼玉

903 葛西　広美 かさい　ひろみ 神奈川

904 河本　和行 かわもと　かずゆき 神奈川

905 久保田　光江 くぼた　みつえ 茨城

906 坂本　典子 さかもと　のりこ 埼玉

907 篠塚　信子 しのづか　のぶこ 埼玉

908 白川　千鶴子 しらかわ　ちずこ 東京

909 土田　悦子 つちだ　えつこ 埼玉

910 平野　明彦 ひらの　あきひこ 東京

911 渡辺　靖 わたなべ　やすし 千葉



小学校5・6年生以下 小学校4年生以下

101 102 103 104 105 1 2 3 4 5 1

106 107 108 109 110 6 7 8 9 10 2

111 112 113 114 115 11 12 13 14 15 3

116 117 118 119 120 16 17 18 19 20 4

121 122 123 124 125 21 22 23 24 25 5

126 127 128 129 130 26 27 28 29 30 6

131 132 133 134 135 31 201 202 203 204 7

中学生

136 137 138 139 140 205 206 207 208 209 8

141 142 143 144 145 210 211 212 213 214 9

146 147 148 148 149 215 216 217 218 219 10

151 152 153 154 155 220 221 222 223 224 11

225 226 227 228 229 12
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女子1 マスターズ1

351 352 353 354 355 801 802 803 804 805 1

356 357 358 359 360 806 807 808 809 810 2

361 362 363 364 365 811 812 813 3

マスターズ2

366 367 368 369 901 902 903 904 905 4

女子2

501 502 503 504 505 906 907 908 909 910 5

女子3

701 702 703 704 705 911 6

男子2 男子1

706 707 708 709 710 401 402 301 302 7

男子3

711 712 713 714 601 602 603 604 8
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